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子供の頃を思い出してください。「ブーブー」と声を上げ、風を切って走り回った、あの楽しさ。

ビュンビュンと走っていくクルマを夢中で見ていた、あのワクワク感。

それは誰もが経験した飽きることのない快感でした。

私たちマツダはそのときめきを忘れません。

そして、そのときめきを感じられるクルマづくりをめざしています。

広島県安芸郡府中町新地3-1 〒730-8670
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Vision
企業目標

新しい価値を創造し、最高のクルマとサービスにより、
お客さまに喜びと感動を与え続けます。

Mission
役割と責任

私たちは情熱と誇りとスピードを持ち、
積極的にお客さまの声を聞き、

期待を上回る創意に富んだ商品とサービスを提供します。

Value
マツダが生み出す価値

私たちは誠実さ、顧客志向、創造力、効率的で迅速な
行動を大切にし、意欲的な社員とチームワークを尊重します。
環境と安全と社会に対して積極的に取り組みます。
そしてマツダにつながる人々に大きな喜びを提供します。

グローバル市場で戦える規模を保持し、卓越した技術と

ジャパンメードの精神に支えられたマツダ固有の創造性を

もとにお客さまに喜ばれる商品・サービスを通じて、お客さま

とすべてのステークホルダーの方から信頼を得る自動車

メーカーになる。マツダは2004年11月に、10年先を見据

えた長期ビジョンをこのように描き、企業の社会的責任

（CSR）を果たすことを明確にしました。同

時に、中期計画｢マツダモメンタム｣では

2006年度までに「連結出荷台数125万

台」「連結営業利益1,000億円以上」

「純有利子負債自己資本比率100％以下」

を達成する、という経営目標を掲げました。

そして2005年度、マツダの連結出荷

台数は115万台、連結営業利益1,234

億円、純有利子負債自己資本比率62％

となり、利益と自己資本比率については1年前倒しで達成

しました。2006年度は、出荷台数について当初目標から

変更しましたが、それぞれ121万台、1,350億円、60％以

下となる見込みです。

2006年3月末現在、マツダは、世界140カ国以上の国と

地域に36,626人の従業員を擁する企業グループを形成し

ていますが、そうした国や地域はもちろん、会社や部門、担当

職務などの垣根を越え、全員が心をひとつにして目標に向

かっていく“OneMazda”の姿勢を私は重視しています。クル

マの環境性能の向上、事業活動にともなう環境負荷の低

減、お客さまへの説明責任の全う、取引先との協力関係の

強化、多様性を尊重した企業組織づくり―これらの社会

的責任を果たしていくにあたっても、グループの全員で取り

組みたいと考えています。

マツダにとって「企業としての社会的責

任を果たす」とは、品質、安全、環境に配

慮し、お客さまが満足する最高のクルマと

サービスを世界中の市場に提供するこ

と。こうした事業を通してステークホルダー

の皆さまから喜ばれ、信頼されることです。

このような取り組みをご理解いただくた

めに、マツダは2004年度から「社会・環境

報告書」を発行してきました。本冊子は、2006年8月に発

行した「マツダ社会・環境報告書2006」の内容を要約し

たダイジェスト版です。本冊子が、皆さまにとってマツダの

社会・環境活動を知るきっかけとなれば幸いです。

マツダ株式会社
代表取締役会長兼社長

品質、安全、環境に配慮した、最高のクルマとサービスを提供すること。
そして、ステークホルダーの皆さまから喜ばれ、信頼されることをめざします。

ごあいさつ企業ビジョン

本冊子をご覧いただくにあたって
マツダは、2001年から「環境報告書」を発行し、2004年度からは社会面の情報を加えて「社会・環境報告書」とし
て情報を開示してきました。本冊子は、2006年8月に発行した「マツダ社会・環境報告書2006」の内容を要約した
ダイジェスト版です。なお、「マツダ社会・環境報告書2006」の内容は、ホームページでもご覧いただけますが、郵送を
ご希望の方はホームページからご請求いただけます。
http://www.mazda.co.jp/corporate/csr/

●対象範囲／マツダ株式会社を中心に国内関連会社や一部の海外関連会社について報告しています。 ●対象期間／2005年4月
から2006年3月を中心に報告。一部、2006年4月以降の活動も報告しています。 ●対象分野／社会、環境、経済の3側面の情報につ
いて報告。 ●参考にしたガイドライン／ＧＲＩサステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2002、環境省 環境報告書ガイドライン2003

免責事項
本報告書には、マツダ株式会社とその関係会社の過去
と現在の事実だけでなく、発行日時点における計画や見
通し、経営計画・経営方針に基づいた将来予測が含まれ
ています。この将来予測は、記述した時点で入手できた
情報に基づいた仮定ないし判断であり、諸与件の変化に
よって、将来の事業活動の結果や事象が予測とは異
なったものとなる可能性があります。読者の皆さまには、以
上をご了解いただきますようお願い申しあげます。
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■ マツダグループとステークホルダーとのかかわり

● お客さま満足　● 安全　
● 安心な商品　
● 適切な情報提供 

お客さま
● 適正な利益還元　
● コーポレートガバナンス
● タイムリーな情報開示

株主・投資家

● 良きパートナーシップ　
● 共同での環境配慮

お取引先

● 働きがい　
● 快適な職場

従業員
● 環境への配慮　
● 社会貢献

地域社会
● 協働
NGO・NPO

● 納税　● 法令遵守　
● 政策への協力

行政機関

マツダグループ



　お客さまの声やご要望に耳を傾けることは、モノづくりの原
点です。マツダは、国内からのお問い合わせやご相談をお聞き
する窓口として、1984年2月に「マツダコールセンター」を設
置。現在は約50名体制で、フリーダイヤルやインターネットホー
ムページを通じて寄せられるお客さまの声に対応しています。
　2005年度にコールセンターに寄せられた声は約76,000件
で、社内関係部門でお客さま満足の向上に役立てています。

　マツダは人にやさしいクルマづくりの一環として、ユニバーサ
ルデザインの採用に取り組んでいます。その基本は、「姿勢や
動作が楽なこと」「わかりやすく操作が簡単なこと」「生理的に
も機能的にも快適さを感じること」｢安全に使えること｣です。
　例えば、2005年度に発売した新型MPVでは、3列目シート
へのイージーアクセスも可能な大開口両側スライドドアや、倒
した3列目シートを簡単に元に戻せる電動復帰シートなどを採
用しています。

お客さまの声に真摯に耳を傾けて

先進の安全技術で衝突事故を減らすために

　平成17年度自動車アセスメント※1において、2005年2月
発売の「マツダ プレマシー」が衝突安全性能総合評価で最
高ランクとなる6スターを運転席、助手席の両席で獲得しまし
た。2005年9月発表の欧州の自動車アセスメント（Euro 
NCAP）※2でも、プレマシー（海外名 Mazda5）は成人乗員保
護性能で最高ランクの5スターを獲得。ミニバン初の日・欧で
の最高ランク獲得となりました。
※1 国土交通省と自動車事故対策機構が実施する自動車の安全性能評価。
※2 欧州各国の交通関連当局などで構成された独立機関が実施する自動車の安

全性能評価。

｢プレマシー｣が日本と欧州の
衝突安全性能評価で最高ランクを獲得

ユニバーサルデザイン～誰もが使いやすいクルマづくり 国内外の販売会社とともに
　マツダは調達の安定性、品質確保の観点から、サプライ
チェーン全体のコントロールが必要だと認識しています。加え
て昨今では、コンプライアンスや人権尊重も取引を行う上での
重要な要件ととらえています。そのため、直接の取引先だけで
なく、その二次、三次の取引先も含めたサプライチェーン全体
において、取引に関わる法令違反や強制労働・人権侵害が
ないことを保証する確認書を提出いただくなど、徹底した体制
づくりを進めています。
　また、サプライヤーとのコミュニケー
ションを強化し、毎年1回、各サプライ
ヤーとの取引実態を調査・評価。総合
的に取引成績が優秀なサプライヤー
を経営者懇談会で表彰しています。

サプライヤーに法令遵守や人権尊重を要請

　マツダは2004年11月に、中期経営計画「マツダモメンタ
ム」を発表しました。そこに2006年度末までの目標として掲げ
た「営業利益1,000億円以上」および「純有利子負債自己
資本比率100％以下」を1年前倒しで達成しました。

中期経営計画「マツダモメンタム」
　マツダは株主総会に少しでも多くの方にご出席いただける
よう、集中日の開催を避け、株主さまの質問に対しても商法の
説明義務の範囲に限らず、できるだけ回答するように努めて
います。
　また、アニュアルレポート（英語、日本語、中国語）の発行や
IRホームページの充実、年2回の決算説明会など、タイムリー
な情報公開を進めています。2004年度からは、個人投資家
向けIRニュースメールの発信も開始し、個人株主の皆さまへ
の情報提供の充実を図っています。

株主・投資家とのコミュニケーション

大開口両側スライドドア

プレマシー

● 連結出荷台数125万台→目標達成を延期
● 連結営業利益1,000億円以上→1年前倒しで達成
● 純有利子負債自己資本比率100％以下→1年前倒しで達成

● 研究開発の強化
● 主要市場の取り組み強化

● グローバル効率性向上とシナジー
● 人材育成

2006年度

主要施策
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お客さまとともに 取引先とともに

株主・投資家とともに

■ システム構成図

■ システムの作動イメージ

走行車に接近→警告音→警告灯→さらに接近→軽いブレーキ
→追突回避が困難→強いブレーキ→シートベルトの緩みを取る

プリクラッシュシートベルト
制御ユニット

プリクラッシュ&レーダークルーズ制御ユニット

ブレーキアクチュエーター
モーター

プリテンショナー

ミリ波レーダー

株主・投資家情報ホームページ アニュアルレポート

　マツダは事故発生を回避する「アクティブ・セーフティ技術」を
進化させつつ、事故被害を軽減する「パッシブ・セーフティ技術」も
兼ね備えた独自の「マツダ・プリクラッシュ・セーフティ・システム」を
開発。2006年2月発売の新型MPVのオプション機能としました。
　これは、車両前部のセンサーで先行車や障害物を検知し、衝
突の危険があればブザーやランプで警告。それでも回避動作を取
らなければ、衝突直前にブレーキを作動させて速度を落とし、シート
ベルトを巻き取り、搭乗者を拘束して衝突被害を軽減します。

　2005年3月末時点で、国内販売会社304社・計1,156店
舗で販売活動を行っており、うち20社がマツダの連結子会
社・関連会社です。
　海外では世界141の市場にディストリビューター132社・販
売拠点約4,900店を展開しています。マツダは商品の供給責
任を負う立場から、国内外の販売会社とともに、商品とサービ
スの提供・向上に取り組んでいます。

■ 1株当たりの当期純利益・配当金

（円）

1株当たり当期利益 1株当たり当期配当金
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社員とともに

地域・社会とともに

　マツダでは、上司と部下の定期的かつ公式な話し合いの
場として、「キャリアミーティング」（年4回）を実施しています。
　これは、人事制度“とびうお”の「自分の果たすべき役割や
責任を積極的に理解してこそ、人は最大限のチカラが発揮で
き、達成に向けて努力することができる」という考えに基づき、
業務目標の設定や達成度の振り返り・目指す将来像につい
て十分にコミュニケーションを行い、共有化するものです。

人・仕事・処遇のマッチング

　マツダは、人事制度“とびうお”で掲げる「ワークライフバ
ランス促進」を実現するために、さまざまな制度を設けています。

働く人の安全と健康のために

ワークライフバランスの促進

国内外での社会貢献活動

社員のボランティア活動

見学者の受け入れ

多方面への寄付・支援活動

　福祉作業所や老人介護施設などへの施設訪問ボランティ
アでは2005年度は6施設に延べ169人が訪問しました。
清掃ボランティアには延べ2,929名の社員ボランティアが参
加しました。
　また、車椅子を寄贈する活動や、登録したマツダグループ
の社員を要請に応えて派遣する「マツダボランティアセン
ター」や「マツダスペシャリストバンク」の活動にも取り
組んでいます。

　地域とのコミュニケーションや小中学生への社会学習機
会の提供などを目的として、広島本社をはじめ防府工場、
三次事業所で工場見学を受け入れています。2005年は3
事業所合わせて約7万9千人を受け入れました。
　また、本社地区にある「マツダミュージアム」の来館者は
2005年度末で累計819,324人に達しました。「マツダ
R&Dセンター横浜」でも技術展示イベントを行っています。

　マツダは地域活性化のために、学術・教育、文化・芸術、国
際交流、スポーツ振興等さまざまな分野の活動に資金を寄付
しています。2005年度は、マツダ財団、地域社会等に約1億
5千万円を寄付しました。また、スポーツ・文化活動の支援

　マツダセールスタイランドは、チェンマイ市で活動中の日本
人によるHIV患者支援のボランティア団体「チェンマイ・
ヒロシマ ピアグルー
プ」にMazda3を寄贈
しました。
　この車はボランティ
アスタッフによる施設
や病院への訪問に活
用されています。

タイのボランティア団体にMazda3を寄贈

南アフリカにおける自然保護、地域開発などへの助成
　マツダ自然保護基金では、The Wildlife ＆ Environment 
Society（野生生物と環境を保護する団体）、Endangered 
Wildlife  Trust（絶滅危惧野生動物を保護する団体）と連携
して、南アフリカ共和国での河川や森林、野生動物の保護、
環境教育・技術要請、地域開発や雇用創出に対して年間
約150万ランドの助成を行っています。（2004年11月に米国
商工会議所のスターズ・オブ・アフリカ賞を受賞）

Mazda3の贈呈式の後、ボランティア団体の
スタッフとともに

● スーパーフレックスタイム　2000年導入 
● 看護休暇　2003年導入 
● 半日有給休暇制度　2001年導入 
● 育児・介護についての勤務特例　2002年導入 
● 有給休暇の計画取得の推進　 
● 定時退社日・消灯時刻の実施 
● 赴任同行休職　2003年度開始 
● キャリア開発休職　2003年度開始 

安全な職場環境
　2004年に発生した重大災害を受けて、「安全健康基本理
念」の制定や会社員による「安全の誓い」、態度変容教育な
ど啓発活動・教育・設備の安全化に取り組んだ結果、2005
年度は、重大災害はゼロで休業災害も減少しました。

健康の維持・増進
　マツダでは、全社的な健康づくり活動として「生活習慣改
善の推進」と「メンタルヘルス対策の強化」を重点目標に掲
げ、喫煙対策、ウォーキング推進、メンタルヘルス推進などに
取り組んでいます。

「安全と健康」 これこそ働く私たちの原点です。これこそ最も価値のあるものです。
「人」こそ宝！ この宝を守るために私たちは不断の努力を続けます。

安全健康基本理念

　マツダは、どこよりも「人」がイキイキしている企業でありたい
と考えています。
　2003年4月に導入した人事制度“とびうお”は、「キャリア開
発支援」を中心に据え、社員が自ら主体的に考え、行動するこ
とをサポートしています。
　わたしたち一人ひとりが最大限の力を発揮し、「成長」｢活躍｣
することが、企業ビジョンの実現につながります。そのために最
適な仕事や環境を提供し、さまざまな支援制度を展開します。

人事に関する基本コンセプト

マツダの成功

ワークライフバランスの促進

人・仕事・処遇のマッチング

社員の成功

自分の力を活かせる仕事や
環境を選択できるチャンスが
ある

適切な人が適切なポジション
で主体的に仕事に取り組
み、成果を生み出している

いきいきと仕事も遊びも楽し
みながら、充実した毎日を過
ごすことができる

社員のいきいき感が仕事や
商品に反映され、それらを通
じてお客さまにマツダブラン
ドを実感していただける

今の貢献度合いがダイレク
トに処遇に反映されている

今活躍している人に
より多く報いることができる

選択と自己実現

人権侵害の撤廃

　企業活動において、一人ひとりの尊厳と人格を尊重してい
くことは非常に重要であり、マツダは決して人権侵害を容認し
てはならないと考えています。
　このような考えのもと、2000年11月1日当時の代表取締
役社長マーク・フィールズは、「マツダは人権を尊重し、公正
な処遇を行う日本のリーダーカンパニーを目指す」という人権
宣言を社内外に発表しました。マツダの人権に対する基本
理念は、この人権宣言に集約されています。
　また、この基本理念はマツダだけではなく、マツダグループ
全体の基本的考え方でもあります。私たちは、One Mazda
として国内外マツダグループ全体で、高いレベルの人権
擁護活動の実現をめざす、グローバル人権活動を推進して
います。

さまざまな人権啓発活動/人権研修
　人権擁護活動の社内リーダーとして、人事本部人事部内
に人権啓発推進室を設置。さまざまな啓発・研修活動などを
展開しています。
　社員の人権意識向上の一環として、人権相談窓口の周知
徹底を図る「人権カード」を全従業員に配布しました。その他
にも、人権パネル展の開催、人権標語の募集、人権ポスター
の掲示、人権ミーテイングの実施などに取り組んでいます。
　また、新入社員研
修をはじめとして、社
員の昇級・昇進時に
合わせて、各種研修
を実施しています。

として、マツダコミュニティ駅伝の開催をはじめ、広島東洋カー
プやサンフレッチェ広島への出資、広島交響楽団への支援、
マツダ招待少年サッカー大会の共催なども行っています。
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事業活動と環境負荷の全容

※1 生産工程のみ

原材料（鉄、アルミ等）

紙

26.3万t

297.9t
8,836t

内雨水使用量 2.7万m3／年
 1,626.3万m3／年

1,148,653台  

国内　290,012台
海外　858,641台

低公害車等の出荷台数（国内） 198,229台
水素自動車
天然ガス自動車
ディーゼル代替LPG自動車
低燃費かつ低排出ガス認定車※6

平成17年基準排出ガス75%低減レベル ☆☆☆☆
平成17年基準排出ガス50%低減レベル ☆☆☆
平成12年基準排出ガス50%低減レベル ☆☆
平成12年基準排出ガス25%低減レベル ☆

2台
18台
134台

137,854台
56,239台
3,909台
73台

エネルギー種別
6,045
    12
1,238

電 力
Ａ重油
Ｃ重油

19
11
10

灯 油
軽 油
ガソリン

    55
1,078
  433

ＬＰＧ
都市ガス
コークス

数値は2005年度（2005年4月～2006年3月）のマツダ株式会社単独の実績です。

マツダは環境へのリスクを抑え、循環型社会の形成に貢献するために、
資源の投入量と環境への排出量のバランスを把握しながら、効果的な活動に取り組んでいます。

※2 温室効果ガス排出量は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１７年度改正）に基づいて算出しています。
※3 生産領域でのマツダ単独の2005年度のCO2排出量

※5 車両、海外生産用部品、OEM車などを含む
※6 省エネ法に基づく燃費基準達成車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領に基づく低排出ガス認定車。

※4 自動車リサイクル法に基づく2005年度の実績値。

エネルギー使用量※1

出荷台数※5

自動車リサイクル量※4原材料等購入量

排水量

水使用量

化学物質投入量

8,901×103GJ

582t 784万m3
排出量

移動量

1,315t

14t
356t882t

100.1万t-CO2

52,476本

損傷バンパー
回収・リサイクル

温室効果ガス※2
排出量

SOx
排出量

物 流

● 効率的な物流によるCO2削減
● 梱包・包装材の削減やリサイクル

販売・お客さまの使用

● お客さまへ啓発
● 環境法令遵守と環境美化の推進
● 損傷したバンパーの回収

使用済み自動車

● 適切な回収・再資源化

購 買 生 産

● 省エネルギー
● 直接埋立廃棄物の削減
● 化学物質の管理
● クリーン生産の推進

研究開発

● 燃費の向上 
● 排出ガスのクリーン化
● 騒音の低減
● クリーンエネルギー車の開発
● リサイクルの推進 など

● 取引先のISO14001認証取得の
　 促進
● グリーン調達の推進

シュレッダーダスト（ＡＳＲ）
総引取り量

再資源化重量

引取り台数

29,106t

18,373t

167,835台

エアバッグ類
再資源化重量 

引取り量

引取り台数

5,014.2kg

51,473個

32,404台

フロン類
総引取り量

引取り量

引取り量

CFC

合計 42,110ｋg

14,938ｋg

27,172ｋg

129,516台

50,289台

79,227台

総引取り台数

引取り台数

引取り台数
HFC

COX
化学物質
排出・移動量

直接埋立
廃棄物

SOX

NOx
排出量

NOX

生産領域における成果

● ＣＯ2排出量を1990年
　 度比で24.2％削減※3

● 直接埋立廃棄物量を
　 1990年度比99.5％
　 削減

● 化学物質（PRTR対象
　 物質）排出量を1998年
　 度比52％削減

　材料の採掘や部品づくり、さらに車の製造や製品の使用、
メンテナンス、廃棄にいたる自動車のライフサイクル全体で
の環境への負荷（CO2排出量等）を評価するのがLCA（ライ

フサイクルアセスメント）です。マツダは一層の環境負荷の低
減をめざし、LCAの実施手法やLCAの評価に必要なデータ
ベースの構築、方法等の研究を進めています。

LCAの取り組み



　クルマから排出するCO2の低減に向けて、燃費の向上に
取り組み、2005年度は乗用車の1.5ｔランクを除く全重量ラン
クでこれを達成しました。

　クリーンエネルギー車の開発で期待されているのが水素の利
用です。マツダは内燃機関特有のドライビングフィールを損なうこ
となく環境性能との両立を実現するために、水素利用技術と新
世代ロータリーエンジンRENESISを融合させた水素ロータリー
エンジン車の開発に取り組んでいます。水素ロータリーエンジン
は、CO2（二酸化炭素）排出量はゼロ、NOx（窒素酸化物）もほ
とんど発生しないなど、環境性能が優れています。また、既存の

ロータリーエンジンの部品や生産設備などを活用しているため、
低コストでの実用化が可能で高い信頼性を備えています。
　マツダは2005年度、世界で初めて水素ロータリーエンジン
車「RX-8 HYDROGEN（ハイドロジェン）RE」を出光興産と
岩谷産業にそれぞれ1台、リース販売しました。
　この車はガソリンと水素の2つの燃料を切り替えて走ること
ができます。

燃費の向上（CO2の排出低減）

水素ロータリーエンジン車の開発

■ デミオの燃費性能

■ 乗用車における重量ランク別平均燃費推移

エンジン 駆動方式 変速機 2010年度燃費基準

5MT、4AT
4AT

5MT、4AT
4AT

FF
e-4WD
FF
e-4WD

＋20％達成
＋10％達成
＋10％達成
＋5％達成

■ 水素ロータリーエンジンの構造

燃費基準

20102001 2002 2003 2004 2005 （年度）
0

20

15

10

25
平均燃費（km／ℓ）

重量ランク（kg） 750 1,000

※1 2003年度は重量ランク1,000kgの車両はありません
※2 2004年度からは軽乗用車が含まれています
※3 2005年度は重量ランク750kgの車両はありません

875 1,250

※1 ※2 ※3

11.08

10.20

17.80

20.69 21.2

18.8
17.9

16.0

13.0

10.5

8.9

18.31

12.61

2,0001,750
1,500

デミオの燃費を大幅改善2010年度燃費基準達成を推進

1.3L

1.5L

水素噴射装置

吸気室
燃焼室

吸気

排気

混合気の
強い流動性
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　2005年4月発売のデミオは、多岐にわたる改善の結果、1.3L 
4AT車では10・15モード燃費で約9％の改善を実現し、1.5L 
e-4WD車を含む全機種で「2010年度燃費基準＋5％」を達成。
　さらに1.3L FF車（５MT、４AT）では「2010年度燃費基準
+20％」を達成しました。排出ガス性能は全車が最高水準の
SU-LEVを実現しています。

　マツダは、排出ガス低減に向けて、エンジンの燃焼改善技
術、触媒技術の研究開発を進め、国土交通省の「低排出ガ
ス認定制度」に適合する機種の導入を積極的に進めていま
す。特に、現在国内で最も厳しい排出ガスレベルである
SU-LEV（平成17年排出ガス規制値を75％低減した車）の
認定取得に努め、多くの機種でこれを取得しています。
　2006年2月発売の新型MPVは全機種で同認定を取得し
ました。これによりマツダが国内向けに生産した乗用車の
SU-LEV認定車比率は2005年度に75.1％となり、また
2005年度目標である「2005年末までにSU-LEV、U-LEVを
国内向け乗用車の90％で達成する」を達成しました。さらに、
2006年4～6月にはSU-LEV車の比率は94％（OEM車除
く）と業界水準を上回っています。
　これに加えてマツダでは、環境にやさしい自動車としてとくに
欧州で普及が進んでいるディーゼルエンジン車についても、燃
料を効率よく燃やす「コモンレール式直噴ターボディーゼルエン
ジン」にPM（粒子状物質）を捕集するDPF（ディーゼル・パティ
キュレート・フィルター)などの後処理技術を加え、欧州のEuro4
規制を上回るクリーンなディーゼルエンジンを実用化しています。

排出ガスのクリーン化

■ 乗用車における低排出ガス認定車（SU-LEV、U-LEV）の
　 導入台数比率（OEM車を除く）

■ マツダの代表的なSU-LEV認定車

2005年末
の目標

2005

100

80

60

40

20

0
2003 2004 （年度）

（%）

SU-LEV 平成17年基準排出ガス75%低減レベル
U-LEV   平成17年基準排出ガス50%低減レベル、
　　　   または平成12年基準排出ガス75%低減レベル

71.6

58.1

30.2

75.1

17.2

デミオ

新型MPV
アテンザ
アクセラ

ベリーサ
プレマシー
デミオ

※ アテンザ、アクセラ、プレマシーでは、
　 SU-LEVではない機種もあります。

　マツダのブランドメッセージ「Zoom-Zoom」は、幼い頃に感
じた“動くこと”への感動。これを追求するマツダのクルマとは、
「環境性能」に優れていることももちろんですが、そこに「走る
楽しさ」を高次元で両立させたものでなければなりません。この
難題に対する答えのひとつが、2005年に開発した「DISIター
ボエンジン」です。
　DISIとはDirect Injection Spark Ignitionの略。通常は空
気と混合してからシリンダ内に吸入するガソリンを、直接噴射
する方式です。「DISIターボ」はこの直噴システムに、燃焼室
に空気を送り込むターボチャージャー（過給器）を組み合わせ
ることで、鋭い加速と低中速での太いトルク、優れた応答性、

低燃費、クリーンな排出ガスなどを実現した画期的なレシプロ
エンジンです。
　2005年発売の「マツダスピードアテンザ」に搭載したのを
はじめ、2006年2月発売のミニバン「MPV」にも搭載。国内
外の自動車専門誌やユーザーから高い評価を受けています。

DISIターボエンジンの開発

エンジン

最高出力（ネット）

最大トルク（ネット）

10・15モード燃費

排出ガス（エミッション）

■MPVに搭載した 2.3L DISI ターボエンジン主要諸元
直噴4気筒 2.3L DISI ターボ

180kW（245PS）/5,000rpm

350N・m（37.5kg-m）/2,500rpm

2WD : 10.2（km/ℓ）　4WD : 9.4（km/ℓ）

SU-LEV （平成17年基準排出ガス75％低減レベル）



副生物・廃棄物の削減とリサイクル　使用済み自動車は鉄、アルミなどの金属類を中心に、一般
的には重量ベースで約80％がリサイクルされ、残りの約20％
を占める樹脂部品やガラスなどは破砕されたシュレッダーダス
トとして埋め立て処理されています。マツダでは、以下の取り組
みを推進することで、2002年以降に発売した新型車からリサ
イクル可能率90％以上を達成しています。

新車のリサイクル性向上

　マツダは2006年5月、広島県の産学官の連携で自動車内
装部品に使用できる外観品質や強度や耐熱性を持ち、射出
成形の可能な植物原料のプラスチック（バイオプラスチック）
の開発に自動車業界で初めて成功しました。
　

バイオプラスチックの開発

　マツダは単独の生産領域でのCO2排出量を、1990年度
比で、2010年度末までに10％削減することを目標に省エネ
ルギーに取り組んでいます。
　2005年度は、燃料のＬＮＧ（液化天然ガス）への転換を進める
とともに、国内全工場に「スリー・ウエット・オン塗装」を導入。さら
に、鋳鉄製造･溶解工程用の「高効率省エネ型誘導炉」の開発
などに取り組みました。その結果、単独の生産領域でのCO2排
出量は、1990年度比24.2％減となる42万5千トンとなりました。

省エネルギー（地球温暖化防止）

　マツダは、埋立廃棄物削減のため、発生量の削減とリサイ
クルを推進しています｡2005年度は､鋳物砂や廃プラスチッ
クのリサイクルをさらに進めるため、廃棄物の排出ルールを大
幅に見直し、分別を強化しました｡この結果、マツダ単独の生
産領域では直接埋立廃棄物は前年比784トン減の356トン
となりました。
　また、社内の焼却炉で焼却していた廃棄物をリサイクルす
ることにより、2006年1月に社内焼却炉を停止し、焼却灰の
埋立ゼロ化も達成しました｡
　2006年度は全埋立廃棄物量で300トン以下を目標とし
ます。マツダでは今後も埋立廃棄物をゼロにする「ゼロエミッ
ション」に向けた活動を強化するとともに、その取り組みをグ
ループ企業にも拡大していきます。

一般廃棄物の削減
　産業廃棄物の削減だけでなく、紙ゴミや空き缶、プラスチッ
ク容器類などの事務所で発生する一般廃棄物についても、分
別収集の徹底やリサイクルの推進による削減を行っています。

廃棄物の削減

　マツダは、欧州ＥＬＶ指令※1や（社）日本自動車工業界の自
主規制への適合、および業界国際標準GADSLに※2沿った
環境負荷物質（85物質群）の適正管理のため、2002年11
月からIMDS（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍａｔｅｒｉａｌ Ｄａｔａ Ｓｙｓｔｅｍ：自動車
部品の材料情報収集・管理のための国際標準システム）を
活用した有害物質調査を推進しています。IMDS入力ガイドラ
インを毎年発行し、購買取引先に調査物質・対象部品・材料
を指定してデータを継続的に更新しています。
※1 欧州における廃自動車に対するＥＵ指令
※2 Global Automotive Declarable Substance List：世界の自動車業界の申告物質リスト

IMDSの活用による環境負荷物質調査

　マツダは、2005年1月1日から施行された自動車リサイクル
法にもとづき、再資源化が義務付けられている指定3品目「フ
ロン類」「エアバッグ類」「シュレッダーダスト（ASR※）」を適切
に処理・リサイクルしています。2005年度は約12万9千台
（約4万2千kg）のフロン類を回収・破壊し、エアバッグ類・ASR
ともに再資源化の法定基準を上回りました。
　また販売会社での新車販売や車検時などのリサイクル料
金の受取り、使用済み自動車引取りと引渡しは、自動車リサイ
クルシステムで適正に処理しています。
※ Automobile Shredder Residue：使用済み自動車のボディ殻をシュレッダーで
破砕し金属類を分別回収した後の残留物のこと

使用済み自動車のリサイクル
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１. 再利用可能な部品や素材を取り出しやすくするために、解体・分
離容易な設計、解体技術の研究を行っています。

２. シュレッダーダストの構成重量の多くを占める樹脂について、リ
サイクルしやすい材料への統一を図っています。

■ 新型ＭPＶのリサイクル性向上例

PP：ポリプロピレン TPO：サーモプラスチック・オレフィン

ドアモジュール
モジュール化によるPPへの単一素材化

ＡＴチェンジノブ
熱可塑性エラストマー（TPO）採用

インストルメントパネル
振動溶着によるエアダクトの分離容易化

ダッシュインシュレーター
遮音材と吸音材の単一素材化

Bピラートリム、ロアー
接着方法の変更によるPPとフェルトの分離容易化

シートサイドボックス
接着方法の変更によるPPとフェルトの分離容易化

　マツダは、樹脂部品のリサイクルに積極的に取り組んでき
ました。とりわけ大型の樹脂部品であるバンパーのリサイクル
に注力し、マツダ特約販売店から使用済みバンパーを回収し
素材に戻して再びバンパーの素材として利用する「パンパー
toバンパーリサイクル」技術を確立。再生材からつくっても、新
しい原料で作ったバンパーと同等の高い強度が得られるうえ、
滑らかな表面塗装
も可能にしました。
　２００５年３月末生
産分のRX-8から、こ
の新技術を導入し、
２００６年２月には新
型MPVにも導入し
ました。

回収バンパーを新車のバンパーへリサイクル

リサイクルバンパーを採用した新型MPV
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■ バンパー回収本数の推移（国内） ■ 2005年度の生産領域における副生物や廃棄物のリサイクル 

原材料・エネルギー 

総合リサイクル率： 99.7% 
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■ 環境負荷物質調査の取り組み

調査依頼
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■ マツダ単独の生産領域における
　CO2排出量／売上高当たりのCO2排出量の推移
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■ 全埋立廃棄物量の推移
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■ マツダ環境推進体制（2005年7月1日より）

マツダ株式会社の概要

　マツダでは、2005年7月、サプライチェーン全体の環境マネ
メントを強化するために、その推進体制を見直しました。
　従来は、社長を議長とする「マツダ地球環境会議」の下
に直接、開発や生産などの現場部門を配置していました。こ
の体制を、社長を委員長とする「マツダ環境委員会」の下
に、領域別の具体的対応を推進するための５つの委員会を
置き、これら委員会を環境担当役員が指導する体制へと改
めました。
　5つの委員会のうち、「開発環境委員会」「生産環境委員
会」「リサイクル推進委員会」では、従来からの取り組みをいっ
そう強力に推進。「購買環境委員会」は資材・部品調達先を
支援･管理する役割を、「販売・サービス環境委員会」は販売
会社や部品販売会社にマツダ独自の環境マネジメントシステ
ムを導入していく役割を担います。また、この新体制では、環境
負荷の軽減と併せて、環境事故などの発生リスクの軽減にも
力を入れています。
　また2010年に向けてマツダは、環境中期計画「マツダグ
リーンプラン2010」を策定し、さらに取り組みを推進しています。

地球環境とともに

環境マネジメント

　京都議定書で日本が世界に約束した温室効果ガス排出
量6％の削減。これを実現するための国民的運動「チーム・マ
イナス6％」にマツダは参加しています。「エアコンの使い方」
「水道の使い方」など6つのアクションプランにしたがって、オ
フィスでできること28項目と家庭でできること27項目、計55
の施策をまとめました。
　そして、これら施策についての具体的な行動例を示した
パンフレットを全社員に配布し、職場だけでなく家庭でも温暖
化防止の意識を向上させ、日々の省
エネの実践につなげています。　　
　　　

「チーム・マイナス6％」への参加

　マツダでは、全国マツダ販売店協会とともに、販売会社に
おける自主的な環境への取り組み指針として「MECA21※」
を策定しています。そして、「MECA21」への取り組みを支援す
るために、販売店の営業スタッフやサービススタッフ向けの行
動マニュアル「マツダ・エクセレント・ナビゲーター」や環境法令
を遵守し環境美化を進めるための事例集を配布しています。
※ Mazda’s Environment Care Approach 21:マツダ販売店協会とともに定め
た販売会社の自主的な環境取り組み指針

販売会社の環境取り組みを支援　

マツダ  社 会・環 境 報 告 書 2 0 0 6
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［役割］
● 中長期計画の審議・
　 決定と実績の評価・
　 確認
● マツダグループ全体の
　 環境方針決定・推進
● 資源配分の決定

マツダ
環境委員会

統括事務局

購買に関する環境方針を明確にし、
購買取引先の環境保全活動を支援・推進する
● 「マツダ地球環境憲章」の共有化
● 環境法令遵守診断
● EMSの構築を促進

購買環境委員会

開発環境委員会
開発領域における環境保全の取り組みを審議・
決定し、推進する
● 排出ガス  ● 燃費  ● 軽量化  ● 車両騒音  ● 代替燃料
● リサイクル  ● 環境負荷物質  ● 車室内VOC

生産･物流及び全事業領域における
環境保全の取り組みを審議・決定し、推進する
● 生産領域（ゼロエミッション、省エネ、ＰＲＴＲ、ＶＯＣ等）
● 物流領域（物流時のＣＯ2削減、梱包・包装資材の削減等）
● 事業領域（省エネ、紙削減、ゴミ分別等）

生産環境委員会

委員長

社長

環境担当役員

販売・サービスに関する環境方針を明確にし、販売会
社・部品販売会社の環境保全活動を支援・推進する
● 「マツダ地球環境憲章」の共有化
● 環境法令遵守診断
● EMS※の構築を促進

販売・サービス環境委員会

使用済み自動車のリサイクルを推進する
● 国内使用済み自動車適正処理・リサイクル
● 販売会社・部品販売会社の自動車リサイクル法
   対応指導・支援
● 国内使用済み自動車処理技術調査・研究・
   開発部門へのフィードバック
● 欧州使用済み自動車適正処理・リサイクル

リサイクル推進委員会

■ 売上高（連結）
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■ 地域別売上高 ■ 営業利益／当期純利益（連結）
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22.9%

29,198億円
2005年度

マツダ株式会社（英訳名：Mazda Motor Corporation）

大正9年（1920年）

代表取締役会長兼社長　井巻  久一

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3番1号

乗用車・トラックの製造、販売等

四輪自動車、レシプロエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジン、自動車用自動／手動変速機

18,995名（単独） 36,626名（連結）（2006年３月末現在）

本社、マツダR&Dセンター横浜、マツダモーターオブアメリカ（米国）、マツダモーターヨーロッパ（ドイツ）、
中国技術支援センター 

本社工場（本社、宇品）、防府工場（西浦、中関）、三次事業所

米国、中国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン、インド、イラン、スペイン、ケニア、ジンバブエ、
南アフリカ、エクアドル、コロンビア

国内：304社 海外：132社（2006年３月末現在）

（社）日本自動車工業会／（社）全国軽自動車協会連合会／（社）自動車技術会／（社）日本自動車会議所／
有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構 

社 名

設 立

代 表 者

本社所在地

主な事業内容

主 要 製 品

従 業 員 数

研究開発拠点

国内生産拠点

海外生産拠点

販 売 会 社

主な加入団体

会社概要

マツダの由来と意味

社名「マツダ」は、西アジアでの人類文明発
祥とともに誕生した神、アフラ・マズダー
（Ahura Mazda）に由来します。
この叡智・理性・調和の神を、東西文明の源
泉的シンボルかつ自動車文明の始原的シン
ボルとして捉え、また世界平和を希求し自動
車産業の光明となることを願って名付けられ
ました。
それはまた、創業者・松田重次郎の姓にもち
なんでいます。 

マツダブランドシンボル（1997年6月制定）

マツダコーポレートマーク（1975年制定）

「自らをたゆまず改革し続けることによって、力強く、留まることな
く発展していく」というブランドシンボル制定のマツダの決意を、
未来に向けて羽ばたくMAZDAの〈M〉の形に象徴しています。 

1975年のCI導入を機に、コミュニケーションの核となる企業
シンボルとして制定しました。その後1997年のブランドシンボル
制定に伴い、可読性を生かした「マツダコーポレートマーク」と位
置づけています。

※12カ月
　換算値 

リニューアルしたアイドリング
ストップ運動のステッカー

※ EMS：環境マネジメントシステム




